
〒920-0993　金沢市下本多町6番丁27番地

TEL (076)220-2501 (代)　FAX (076)222-9000

●交通のご案内

　■鉄道 / JR北陸本線　金沢駅下車

　■バス / 北陸鉄道バス　金沢駅東口から約20分　駅東口バスのりば10番より「東部車庫」「金沢東高校」「金沢学院大学」行乗車　本多町バス停にて下車（観光会館向い側停車）

　※詳細については、「北鉄バステレホンセンター」TEL(076)237-5115にご確認願います。

　■タクシー / JR金沢駅東口から約15分

　■自家用車 / 富山方面からは北陸自動車道　金沢東インターから約25分　福井方面からは北陸自動車道　金沢西インターから約20分

　※当館の有料駐車場は、大会時には楽器運搬車および出演団体バス駐車場となりま すので一般利用はできません。あらかじめご了承ください。

●チケットに関して

　プレイガイド等による一般販売は行っておりません。また、吹奏楽連盟事務局での販売もおこなっておりません。

　当日券（一般2000円、小中高生1200円）は若干用意されております。当日券の販売は午前８時より金沢歌劇座にて行います。

●審査員 (五十音順)

 ・ 相澤 政宏

 ・ 小川 佳津子

 ・ 金 洪才

 ・ 新徳 盛史

 ・ 玉井 俊明

 ・ 林田 和之

 ・ 宮下 宣子

第７回 東日本学校吹奏楽大会

次回「第８回東日本学校吹奏楽大会」は平成20年10月11・12日、埼玉県所沢市民文化センター・ミューズにて行われます。

おかげさまで、２日間で出演者・観客の皆様合わせて延べ６千人あまりの方々にお越しいただき、盛況のうちに幕を閉じました。

日　時　：　平成19年10月６日(土)、10月７日（日）

会　場　：　石川県・金沢歌劇座（旧・金沢市観光会館）



●大会１日目　2007年10月６日(土)

　開会式 ９：30～９：40　小学校・中学校フェスティバル部門表彰式 12：15～　中学校コンクール部門表彰式 17：50～18：15

●小学校フェスティバル部門

順 支部 団体名 曲目 作曲者／編曲者 指揮者 賞 副賞

1 東関東 常総市立水海道小学校 英国の海の歌による幻想曲 Ｇ.ラングフォード 根本むつみ 主管連盟理事長賞 バンドジャーナル賞

2 東京 江東区立明治小学校 元禄 櫛田てつ之扶 戸村明徳 大会実行委員長賞

3 東北 仙台市立向陽台小学校 アイヴァンホー Ｂ.アッペルモント 山根　斉 大会実行委員長賞

4 北海道 北斗市立久根別小学校 アルメニアンダンス　パート1 リード 高橋　聡 大会実行委員長賞

5 西関東 さいたま市立三橋小学校 ジェットコースター 上岡美穂／後藤洋 遠藤史子 フェスティバル大賞 ヤマハ賞

●中学校フェスティバル部門

順 支部 団体名 曲目 作曲者／編曲者 指揮者 賞 副賞

1 北海道 札幌市立石山中学校 交響的詩曲「走れメロス」 福島弘和 多米恵理子 大会実行委員長賞

2 東関東 鎌倉市立岩瀬中学校 元禄 櫛田てつ之扶 小野田和子 主管連盟理事長賞 バンドジャーナル賞

3 西関東 白岡町立白岡中学校 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション Ｆ.レハール／鈴木英史 斎藤達也 フェスティバル大賞 ヤマハ賞

4 東京 大田区立糀谷中学校 素晴らしき3つの冒険より「海底2万マイル」 Ｐ.スパーク 羽毛田昌枝 大会実行委員長賞

5 北陸 白山市立美川中学校 バレエ音楽「ル・シッド」より Ｊ.スマネ／石川喬雄・山本教生 佐武あや乃 大会実行委員長賞

6 東北 いわき市立江名中学校 喜歌劇「小鳥売り」セレクション Ｃ.ツェラー／鈴木英史 木村　寛 大会実行委員長賞

●中学校コンクール部門

順 支部 団体名 曲目 作曲者／編曲者 指揮者 賞

1 北陸 氷見市立十三中学校 ブルー・ホライズン Ｆ.チェザリーニ 山﨑伸久 銅賞

2 東関東 横浜市立旭中学校 歌劇「ラ・ボエーム」第2幕より　クリスマス・シーン Ｇ.プッチーニ／森田一浩 赤井朋子 金賞

3 北海道 遠軽町立南中学校 海の男達の歌 Ｒ.Ｗ.スミス 高橋英将 銀賞

4 西関東 久喜市立久喜東中学校 ザ オールドマン オブ ザ マウンテン Ｊ.カーナウ 木村信之 銀賞

5 北海道 北海道教育大学附属函館中学校 舞楽Ⅱ 櫛田てつ之扶 嶋田　歩 銀賞

6 西関東 東松山市立松山中学校 鳳凰が舞う～印象、京都　石庭　金閣寺～ 真島俊夫 白田雄二 銀賞

7 西関東 川口市立領家中学校 雪月花 櫛田てつ之扶 中村隆一 金賞

8 東北 仙台市立中山中学校 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール Ｃ.サン=サーンス／真島俊夫 佐藤啓子 銅賞

9 東京 府中市立府中第六中学校 火の伝説 櫛田てつ之扶 木下小枝子 銅賞

10 東京 葛飾区立新小岩中学校 スクーティン・オン・ハードロック Ｄ.Ｒ.ホルジンガー 深澤美千代 銅賞

11 北海道 北見市立東陵中学校
「第6の幸運をもたらす宿」より　Ⅱ.ロマンティックインタ
リュード、Ⅲ.ハッピーエンディング

Ｍ.アーノルド／瀬尾宗利 高橋利明 銀賞

12 北陸 氷見市南部中学校 ハンガリー狂詩曲　第2番 Ｆ.リスト／石毛里佳 扇谷孝代 金賞

13 北陸 南砺市立福光中学校 朝鮮民謡の主題による変奏曲 Ｊ.Ｂ.チャンス 山田　誠 金賞

14 東北 山形市立金井中学校 喜歌劇「こうもり」セレクション Ｊ.シュトラウスⅡ世／鈴木英史 和田眞紀子 金賞

15 東関東 鎌ヶ谷市立第五中学校 ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス Ｄ.Ｒ.ギリングハム 栢木幸宏 金賞

16 東北 奥州市立江刺第一中学校 呪文と踊り Ｊ.Ｂ.チャンス 菅原志保 銀賞

17 北陸 射水市立小杉南中学校
コンサートバンドとジャズアンサンブルのための
ラプソディー

Ｐ.ウィリアムズ／Ｓ.ネスティコ 長谷川香 金賞

18 西関東 川口市立芝中学校 元禄 櫛田てつ之扶 星野清悟 銀賞

19 北海道 上富良野町立上富良野中学校 喜歌劇「こうもり」セレクション Ｊ.シュトラウスⅡ世／鈴木英史 山口清司 銀賞

20 東北 湯沢市立須川中学校 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション Ｆ.レハール／鈴木英史 大野多加志 銅賞

21 東関東 横浜市立仲尾台中学校 吹奏楽のためにムーヴメント「蒼藍幻想」 佐藤龍成 山下昌永 金賞

22 東関東 市原市立南総中学校 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション Ｆ.レハール／鈴木英史 上野佳桜里 金賞

23 東京 杉並区立阿佐ヶ谷中学校 呪文と踊り Ｊ.Ｂ.チャンス 木下恭子 銅賞

24 東京 青梅市立第六中学校 リヴァー・ダンス Ｂ.ウィーラン 中村　匠 銀賞



●大会2日目　2007年10月７日(日)

　開会式 ９：20～９：30　小学校コンクール部門表彰式 12：05～　高等学校コンクール・フェスティバル部門表彰式 17：45～18：10 

●小学校コンクール部門

順 支部 団体名 曲目 作曲者／編曲者 指揮者 賞

1 北陸 射水市立新湊小学校 ロス・ロイ Ｊ.デ・ハーン 福山暁雄 銅賞

2 東京 武蔵野市立第三小学校 マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋雅徳 庄司こずえ 金賞

3 西関東 甲斐市立竜王北小学校 オペラ座の怪人 Ａ.Ｌ.ウェーバー／Ｐ.マーサ 古屋博和 銅賞

4 北海道 遠軽町立遠軽南小学校 ゲールフォース Ｐ.グレアム 上杉一弘 金賞

5 東北 むつ市立苫生小学校 ピラトゥス（ドラゴンの山） Ｓ.ライニキー 西川正之 銀賞

6 東京 中野区立武蔵野台小学校 ロス・ロイ Ｊ.デ・ハーン 森　紀子 銀賞

7 東北 いわき市立錦小学校 交響組曲「もののけ姫」3章 久石　譲 村上潤子 銀賞

8 東関東 水戸市立笠原小学校 ザ・ヴァイキング Ｐ.スパーク 浅野正樹 金賞

9 東関東 船橋立習志野台第一小学校 悪魔の踊り Ｊ.ヘルメスベルガ―2世 河野千尋 金賞

10 北海道 遠軽町立遠軽東小学校 伝説のアイルランド Ｒ.Ｗ.スミス 外川範幸 銀賞

11 西関東 さいたま市立大宮南小学校 喜歌劇「スペードの女王」序曲 Ｆ.スッペ／森田一浩 熱田庫康 銅賞

●高等学校コンクール部門

順 支部 団体名 曲目 作曲者／編曲者 指揮者 賞

1 東関東 茨城県立伊奈高等学校 抑圧から解放へ 天野正道 梅田和歌子 金賞

2 北海道 旭川大学高等学校 交響的断章 Ｖ.ネリベル 川島明人 金賞

3 東京 都立豊島高等学校 マゼランの未知なる大陸への挑戦 樽屋雅徳 豊田晃生 銅賞

4 北陸 富山県立高岡工芸高等学校 祈りⅧ～すべてもものたちへ～ 立原　勇 加藤祐行 銅賞

5 東北 宮城県涌谷高等学校 メトロプレックス～マンハッタンからの3枚の絵葉書 Ｒ.シェルドン 佐藤秀樹 銀賞

6 北海道 北海道鶴川高等学校 吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による 大栗　裕 村田　崇 銅賞

7 東北 宮城県仙台第一高等学校 交響的詩曲「走れメロス」 福島弘和 菅野淳一 銅賞

8 北陸 石川県立輪島高等学校 「鳳凰」～仁愛鳥譜 鈴木英史 大高宗浩 銅賞

9 西関東 昌平高等学校
コンサートバンドとジャズアンサンブルのための
ラプソディー

Ｐ.ウィリアムス／Ｓ.ネスティコ 川崎　啓 金賞

10 東京 都立南平高等学校 メトロプレックス～マンハッタンからの3枚の絵葉書 Ｒ.シェルドン 森上慶一 銀賞

11 西関東 武蔵越生高等学校 残酷メアリー 田村文生 菅野謙太郎 金賞

12 東関東 千葉県立船橋東高等学校 「交響曲」より　第4楽章 矢代秋雄 川口智子 金賞

13 東関東 神奈川県立相模原総合高等学校 管楽器と打楽器のための交響曲第2番より　Ⅱ、Ⅲ ＪＢ.チャンス 塩澤文男 金賞

14 東京 工学院大学附属高等学校 ジャングル Ｔ.ドス 野﨑浩司 銀賞

15 東北 岩手県立大槌高等学校 スクーティン・オン・ハードロック Ｄ.Ｒ.ホルジンガー 金丸　元 銀賞

16 北海道 北海道網走向陽高等学校 饗応夫人 田村文生 宮下香織 金賞

17 西関東 埼玉県立立川越南高等学校 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」第3幕より　バレエ音楽 Ｇ.ヴェルディ／山里佐和子 小関裕幸 銀賞

18 北陸 福井県立武生商業高等学校 梁塵秘抄～熊野古道の幻想～ 福島弘和 三上明寛 銀賞

●高等学校フェスティバル部門

順 支部 団体名 曲目 作曲者／編曲者 指揮者 賞 副賞

1 東関東 大西学園中高等学校 メキシコの踊り Ｏ.リード 吉川勇児 フェスティバル大賞 ヤマハ賞

2 東京 城西大学附属西高等学校
吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」／
豊島区長崎神社に元禄年間より伝わる獅子舞

八木澤教司／作曲者不詳 篠塚　純 大会実行委員長賞

3 東北 帝京安積高等学校 斑鳩の空 櫛田てつ之扶 菊池　元 タイムオーバー失格

4 北陸 富山県立氷見高等学校 ウィズ・ハート・アンド・ボイス Ｄ.Ｒ.ギリングハム 福島久美子 大会実行委員長賞

5 西関東 埼玉県立桶川高等学校 「ライオンキング」より Ｈ.ジマー・Ｅ.ジョン／森田一浩・Ｍ.プライマー 小泉信介 主管連盟理事長賞 バンドジャーナル賞

6 北海堂 北海道旭川農業高等学校 選ばれし者 Ｓ.メリロ 千葉一彦 大会実行委員長賞


